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しもつま 広
報 

軽自動車税の減免 
 
 市税条例により、一定の要件を

満たす場合、軽自動車税が減免さ

れます。 

 要件にあてはまり、減免を希望

する場合は、申請期限までに税務

課までお越しください。 
 
◆減免の対象・要件 

障害のある方本人が所有する 

もの、もしくは障害のある方 

と生計を一つにしている方(ご 

家族)が所有する軽自動車 
 

 ※障害者福祉タクシー利用料金 

  助成を受けている方を除く。 
 
◆申請期限 

５月24日(木) 
 

◆持参する物 

・納税通知書(５月中旬に送付) 

・運転免許証(運転する方) 

 ・障害者手帳等(３月31日まで 

  に交付されたもの) 

 ・車検証 

 ・印鑑 
  
※減免できる車は、普通自動車 

 または軽自動車(バイクも含む) 

 のどちらか一台になります。 

※普通自動車の減免申請につい 

 ては、筑西県税事務所へお問 

 い合わせください。 
 

問 申 
 
 軽自動車の減免について 

  市税務課 内線1347 
 普通自動車の減免について 

  筑西県税事務所 

  24-9190 
 
 ※要件についての問い合わせ 

  市福祉課 内線1574 

【対象となる障害】 

  ※上記の他に戦傷病者手帳をお持ちの方も対象となります。 

   詳しくは、お問い合わせください。 

障害の区分 手帳の種別および等級 

視覚障害 身体障害者手帳１級から４級 

聴覚障害 身体障害者手帳２級および３級 

平衡機能障害 身体障害者手帳３級 

音声機能障害 
身体障害者手帳３級(喉頭摘出による音

声機能障害がある場合に限る) 
上肢障害 身体障害者手帳１級および２級 

下肢 

障害 

障害のある方が運転する

場合 
身体障害者手帳１級から６級 

生計を一つする方または

常時介護する方が運転す

る場合 
身体障害者手帳１級から３級 

体幹 

機能 

障害 

障害のある方が運転する

場合 
身体障害者手帳１級から３級および５級 

生計を一つする方または

常時介護する方が運転す

る場合 
身体障害者手帳１級から３級 

乳幼児期以前の非

進行性脳病変によ

る運動機能障害 

上肢機能 身体障害者手帳１級および２級 

移動機能 身体障害者手帳１級から６級 

心臓機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

じん臓機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

呼吸器機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

ぼうこうまたは直腸機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

小腸機能障害 身体障害者手帳１級および３級 

胸かく 

形成術 

による 

胸かく 

の変形 

障害のある方が運転する

場合 
身体障害者手帳１級から３級および５級 

生計を一つする方または

常時介護する方が運転す

る場合 
身体障害者手帳１級から３級 

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫

機能障害 
身体障害者手帳１級から３級 

肝臓機能障害 身体障害者手帳１級から３級 

知的障害者 
療育手帳「 Ａ 」「A」と記載されてい

る方 

精神障害者 

精神障害者保健福祉手帳の障害等級が１

級で、自立支援医療受給者証(精神通院)

または医療福祉費受給者証(マル福)の交

付を受けている方 

生ごみ処理機購入補助金 
～ごみの減量化にご協力ください～ 
 
市では、生ごみコンポストや機械式処理機を購入した方

に助成をしています。 
 
◆補助金額 ・コンポスト(１世帯２基まで)   

        購入金額の１/２ 上限 3,000円 

     ・機械式処理機(１世帯１基まで) 

       購入金額の１/３ 上限20,000円 

◆申請書類等 ・補助金交付申請書 

        ※生活環境課にあります。 

      ・領収書、仕様書(カタログ可) 

      ・印鑑、通帳(口座振込先の分かるもの) 

◆申請期限 購入後20日以内 
 

問 申 市生活環境課 内線1425・1426 

平成２４年度 固定資産税 
 
◆納期限について 

平成24年度は３年に一度の評価替えの年度に 

あたり、評価の見直しがおこなわれます。 

そのため、固定資産税の｢第１期｣または｢全納｣ 

の納期限が５月31日(木)となります。 

納税通知書・課税明細書および納付書は５月 

中旬の発送予定です。 
 
 《平成24年度 各期の納期限》 

  第１期 ５月31日(木) 

  第２期 ７月31日(火) 

  第３期 11月30日(金) 

  第４期 12月25日(火) 

 ※納税通知書・課税明細書は再交付できま 

  せん。大切に保管してください。 
 
◆減免について 

次のような場合、固定資産税を減免する制度 

があります。 

１.貧困により生活のため公私の扶助を受ける 

 者の所有する固定資産 

２.公益のために直接専用する固定資産 

  (有料で使用するものを除く) 

３.市の全部または一部にわたる災害または 

 天候の不順により、著しく価格を減じた 

 固定資産 
 
◎減免を受けようとする場合は、５月24日(木) 

 までに、申請書を税務課へ提出してください。 
 

問 固定資産税について 
   市税務課 内線1353～1357 
   納税について 

   市収納課 内線1363 

住宅用太陽光発電システム設置補助金 
 
市では、住宅用太陽光発電 

システムを設置する方に、その 

費用の一部を補助します。 
 
◆受付開始 6月1日(金)午前８時30分～ 

◆補助金額 １kW当たり3万円(上限９万円・３kW) 

◆受付方法 先着順。(およそ30件、予算が無くなり次第終了) 
 
【補助対象工事】 

・自ら居住する住宅に設置するもの 

  (新築、既築は問いません) 

・太陽光発電システム工事が未着工であること 

  (補助決定後に工事に着手すること) 

・電気事業者の低圧配電線と逆潮流有りで連係すること 

・新品であること 

・最大出力が10kW未満であること(増設等の場合は、既設 

 分を含めて10KW未満であること) 

・平成25年3月15日までに完成すること 

【補助対象者】 

・平成25年3月15日までに、下妻市に住民票を置き入居 

 すること 

・市税を滞納していないこと(生計を一にしている方全員) 

・市のほかの同様の補助金を受けていないこと 

・余剰電力の買取りに係る契約を電気事業者と締結する方 

 であること 

【補助金に該当する経費】 

・太陽電池モジュール 

  (太陽光発電パネル・附属機器および設置工事費を含む) 

・架台(屋根や地面に据え付ける太陽光発電パネルの取り付 

 け枠および設置工事費) 

・パワーコンデショナー(発電した電気を家庭で利用できる 

 ように変換する機器および設置工事費) 
 
◎申請書類は、市のホームページからダウンロードできます。 
 

問 申 市生活環境課 内線1423 ご近所をペットのトイレにしていませんか 
 
 わが家はきれいでも、近

所の人は、よそのペットの

フンで困っています。 
 
 生き物は排泄します。 

 飼い主は、えさの世話と

同時にフンを始末しなけれ

ばなりません。 

 (動物の愛護及び管理に関する法律第７条 

  茨城県動物の愛護及び管理に関する条例第４条) 
 
◆愛犬のフンは持ち帰る 

◆愛猫は室内で飼う 
 

 フンの処理から目をそむけないで！ 

 地域へのご配慮をお忘れなく 
 

問 市生活環境課 内線1423・1424 

道路の端に少し 

だけだから・・ 

猫は自由気まま 

だから・・・ 
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図書館おはなし会／６月～おはなしの花たば～ 
 
◆日時 ６月９日(土)午前10時30分～11時30分 

           午後2時～3時 

◆場所 市立図書館 児童室(おはなしコーナー) 
 

問 市立図書館 43-8811 

ときめき婚活パーティーとホタルの夕べ 
 
◆日時 ６月９日(土)午後５時30分～８時30分 

          (受付５時～) 

◆会場 ビアスパークしもつま[長塚乙70-3] 

◆対象者 40歳以下の独身男・女 各15名 

※先着順。 

◆参加費 男性6,000円 女性1,500円  
 

問 申 NPO法人メドウルミートクラブ  
     25-2678 

陸上自衛隊古河駐屯地記念行事 
 
◆日時 ６月３日(日)午前９時～午後３時 

◆場所 自衛隊古河駐屯地内[古河市上辺見1195] 

   ※駐車場に限りがありますので、なるべく 

    乗り合わせでお越しください。 

◆内容 記念式典、模擬戦闘訓練、アトラクション 

    ちびっ子広場、模擬売店、装備品試乗等 
 

問 陸上自衛隊古河駐屯地 0280-32-4141 

人権擁護委員による 

「全国一斉人権相談（困りごと）」 
 
 下妻人権擁護委員協議会下妻部会では、特設相談

を実施します。 

 人権問題等でお困りの方はご相談ください。 
 
◆日時 ６月１日(金)午前10時～午後３時 

◆場所 下妻公民館２階 学習室  
 
【人権擁護委員】 

 中山 倭王  44-1029 
 井上 讓   44-2775 
 横瀬 眞   44-5266 
 稲葉 春美  43-3375 
 國府田 義男 43-4367  
 飯塚 榮子  44-1050 
 須藤 澄子  43-0556 
 内田 博   44-4271 
    

問 市福祉課 人権推進室 内線158３・158４ 

ふるさと博物館 展覧会を開催します 
 
  

  

 

  ◆開館時間 午前９時～午後４時30分 

        ※５月31日は午後１時から 

  ６月３日は午後３時30分まで 
 

問 ふるさと博物館 44-7111 

期間 展覧会名 展示作品 
５月31日(木) 

  ～６月３日(日) 
二科会写真部 

茨城支部展 
写真 

「がんばれ子育て応援講座」 
 
社会福祉協議会では、子育中のママ達が、元気に楽しく

育児ができることを応援しています。ヨガで心と体のリフ

レッシュをしてみませんか。 
 
◆日時 ６月14日・28日(木)午後１時30分～３時30分 

◆場所 リフレこかい 多目的ホール 

◆内容 ｢ヨガ｣ 講師 大町 美智子 氏 

◆定員 30名 ※定員になり次第締め切ります。 

◆参加費 無料 

◆持ち物 ヨガマット 

◆申込期限 ５月31日(木) 
 
※託児室あり(要予約)。同時に託児ボランティア募集。 
 

問 申 下妻市社会福祉協議会 44-0142 

歯の何でも電話相談 
 
ふだん聞けない入れ歯のこと・子どもの歯の悩

み・インプラント・矯正・口臭の悩み・ブラッシ

ングの仕方・料金のことなど、歯についての悩み

や質問を受付けます。(匿名で結構です) 
 
◆日時 ６月10日(日)午後２時～５時 

◆受付電話番号 029-823-7930 
        029-835-0737 
◆回答者 歯科医師 

◆相談料 無料 
 

問 茨城県保険医協会 029-823-7930 

不服申立ての件数 －(－) 

平成２３年度 情報公開・個人情報保護制度の実施状況 
 
 平成23年度における情報公開制度および個人情報保護制度の実施状況がまとまりました。 
 
◆情報公開 

 (1)公開請求の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
  ※｢公開請求件数｣は、提出された公開請求書の件数 

  ※｢公開請求処理件数｣は、公開請求に対する決定書の件数 
 
 (2)公開請求の処理状況 

 

 

 

 

 

 
 
 (3)不服申立ての状況 

   (かっこ内は前年度からの継続分で外数) 

 
 
 

問 市総務課 内線1227 

実施機関名 
公開請求 
件数 

公開請求 
処理件数 

公開請求の 

内容 
議会 １ １ 議員報酬関係 

市
長
部
局 

総務部 ２ ３ 
給与関係 

行政機構関係 

企画財務部 ２ ５ 
施設建築関係 

車両契約関係 
市民環境部 － ２ 施設建築関係 
保健福祉部 － ４ 施設建築関係 
経済部 － ３ 施設建築関係 
建設部 ２ ５ 施設建築関係 
会計課 － －   
小計 ７ 23   

教育委員会 ２ 17 保険契約関係 

施設建築関係 
選挙管理委員会 － －   
公平委員会 － －   
監査委員 － －   
農業委員会 － －   
固定資産評価 
審査委員会 

－ －   

計 ９ 40   

公開請求処理件数 40 
公開決定の件数 19 
部分公開決定の件数 12 
非公開決定の件数 

(非公開決定のうち、文書不存在の件数) ９(９) 

取下げ － 

不服申立ての件数 －(－) 

◆個人情報保護 

 (1)開示請求の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  ※｢開示請求件数｣は、提出された開示請求書の件数 

  ※｢開示請求処理件数｣は、開示請求に対する決定書の件数 
 
 (2)開示請求の処理状況 

 

 

 

 

 

 
 
 (3)不服申立ての状況 

   (かっこ内は前年度からの継続分で外数) 

実施機関名 
開示請求 
件数 

開示請求 
処理件数 

開示請求の 

内容 
議会 － －   

市
長
部
局 

総務部 － － 
 

  

企画財務部 － － 
 

  
市民環境部 ２ ２ 証明書関係 
保健福祉部 － －   
経済部 － －   
建設部 － －   
会計課 － －   
小計 ２ ２   

教育委員会 － － 
 

  
選挙管理委員会 － －   
公平委員会 － －   
監査委員 － －   
農業委員会 － －   
固定資産評価 
審査委員会 

－ －   

計 ２ ２   

開示請求処理件数 ２ 
開示決定の件数 － 
部分開示決定の件数 １ 
不開示決定の件数 

(不開示決定のうち、文書不存在の件数) １(１) 

取下げ －  

ふるさと博物館講座 「横瀬夜雨
よ こ せ や う

の詩に親しもう!!」 
 
筑波根詩人・横瀬夜雨をご存知ですか・・・ 

下妻ゆかりの詩人のこと、知ってみませんか 
  
◆日時 ６月15日(金) 午後１時30分～３時30分 

◆場所 ふるさと博物館 講座室 

◆講師 横瀬夜雨研究家、茨城高専名誉教授 

    横瀬 隆雄 氏 

◆定員 30名 ※定員になり次第締め切ります。 

◆参加費 ｢横瀬夜雨の人と文学｣(横瀬夜雨記念会発行) 

     のテキスト代 1,000円 

※｢横瀬夜雨の人と文学｣をお持ちの方は、 

 持参してください。 

◆受付期間 ５月25日(金)～６月10日(日) 
 

問 申 ふるさと博物館 44-7111 ※月曜休館。 
受付時間 午前９時～午後５時 就学に関する説明・懇談会 

 
 発達に遅れや偏りの見受けられる未就学児がい

るご家庭では、就学という問題に悩みや疑問をお

持ちの方も多くいらっしゃると思います。 

 よりよいお子さんの進路を考えてみませんか。 
 
◆日時 ５月23日(水)午前10時～12時 

◆場所 下妻市役所第二庁舎 中会議室 

◆内容 ・就学についての説明会 

    ・既に就学したお子さんを持つ保護者 

     を交えての懇談会 

◆参加費 無料(託児あり) 

◆後援 下妻市教育委員会、下妻特別支援学校 

    結城特別支援学校 
 

問 NPO法人茨城県ポーテージ協会 

   080-3348-1820 

案 内 案 内 
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  住民基本台帳ネットワーク業務の一時休止 
 
 住基ネット更新作業のため、市民課およびくらしの

窓口課でおこなっている、住基ネット業務(住基カード

の発行等)を一時休止します。 
 
 ◆業務休止日 ５月23日(水) 
 

 問 市民課 内線1414 

胃がん・大腸がん集団検診 
 
【日程】   

◎平成22・23年度に受診した方には各検診日の約2週間前に受診券を送付します。 

 新たに検診を希望する方は、下妻保健センターにお申し込みください。 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

月日 会場 地区 

6月26日(火) 千代川保健センター 
田下・下栗・本宗道・鬼怒・宗道・渋田  

羽子・伊古立・長萱・別府・村岡・五箇 

27日(水) 千代川保健センター 大園木・皆葉・唐崎・鯨・見田・原 

28日(木) 働く婦人の家 総上地区 

 29日(金) 上妻市民センター 上妻地区 

7月17日(火) 騰波ノ江市民センター 騰波ノ江地区 

 18日(水) 豊加美市民センター 豊加美地区 

24日(火) 下妻保健センター 下妻甲・田町・本宿町・本城町・下妻丁 

25日(水) 大宝公民館 大宝地区 

26日(木) 高道祖市民センター 高道祖地区 

8月1日(水) 下妻保健センター 下妻丙・下妻戊 

２日(木) 下妻保健センター 下妻乙・坂本新田・大木新田・砂沼新田 

３日(金) 下妻保健センター 長塚・石の宮・小野子町 

◆受付時間 

 午前６時30分～９時 

 ※番号札は午前６時に出します。 

◆対象者 

 (平成25年３月31日現在の該当年齢) 

 30歳以上の方。 

 加入している健康保険の種類に 

 かかわらず受診できます。 

◆自己負担額 

 《胃がん検診》 

  500円 ※バリウムを飲んでの 

        X線検査 

 《大腸がん検診》 

  300円 ※便潜血検査(検査用の 

        容器を送付します) 

新たに森林の土地を取得した方へ 
  
法改正により、平成24年４月以降、森林の

土地の所有者となった方は市町村長への事後

届出が義務付けられました。 
 
◆届出対象者 

 個人・法人を問わず、売買や相続等により 

 森林の土地を新たに取得した方は、面積に 

 関わらず届出をしなければなりません。 

◆届出期間 

 土地の所有者となった日から90日以内に、 

 取得した土地のある市町村の長に届出をし 

 てください。 
 

問 市農政課 内線2612 

森林の立木を伐採する方へ 
 
下妻市森林整備計画区域内の民有林の立木

を伐採するときは、目的・面積・本数・材積

に関係なく、事前に｢伐採及び伐採後の造林届

出書｣を提出する必要があります。届出をする

時期は、伐採を始める90日から30日前と

なっており、市町村長が交付する伐採届出書

の受理通知書を受け取ってから、伐採するこ

とができます。 

森林を伐採する場合は、事前にご相談くだ

さい。 
  

問 市農政課 内線2612 

原発事故時に使用していた 

「べたがけ資材」の使用中止・更新 
 
原発事故時に屋外で保存されていて、放射

性セシウムが付着した可能性がある｢べたがけ

資材｣(マルチ、トンネル等の被覆素材)を再使

用した場合、新たに生産した野菜に付着する

おそれがあるため、新しい資材に更新してく

ださい。 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 市農政課 内線2622 

水道メーターの交換作業を実施します 
 
【交換対象メーター】 

 平成16年4月から平成17年3月までに取付けしたもの 

 ※法により８年ごとの交換が義務付けられています。 

  なお、対象の方には、交換前に個別に通知します。 
  
 ◆作業場所 市内全域 

 ◆作業期間 平成25年３月まで 

 ◆委託業者 第一環境株式会社(指定給水装置工事事業者) 

       ※作業員は、身分証明書を携帯しています。 
 
【注意事項】 

・メーター交換作業は30分程度で終了しますが、作業中 

 は一時的に水道が使用できなくなります。 

 交換後は一時的に濁り水や空気による白い水がでること 

 がありますので、少し水を流してからお使いください。 

・交換のために敷地内に入らせていただきます。 

  ※不在でも交換できます。(交換工事代金は無料) 
 

問 市上下水道課 44-5311 

乳がん・子宮がん医療機関検診 
          
医療機関検診は、市が発行する受診券を持って病院・医院等で検診を受ける方法です。 
                
◆受診対象者(平成25年3月31日現在の該当年齢) 

 《子宮がん検診》20歳以上・・・頸部検査 

 《乳がん検診》30歳～39歳、41歳以上の奇数年齢 

         ・・・視触診＋超音波検査 

        40歳以上の偶数年齢 

         ・・・視触診＋Ｘ線検査 

◆申込期間・受診期間 

６月１日～平成25年１月31日 

◆検診機関 

《子宮がん検診》茨城県医師会登録の医療機関で受診 

《乳がん検診》 市が委託している医療機関で受診 
 
◆申込方法 

受診を希望する方は、下妻保健センター窓口へ直接お申し込みください。 
 
 ※乳がん検診は、単独(視触診、超音波、Ｘ線)での申し込みはできません。 

 ※集団検診(10月～12月に実施)と医療機関検診の両方を受診することはできません。どちらか一方にお申し込みください。 
 

問 申 市保健センター 43-1990 

【検診費用】 

 ※自己負担金は、医療機関窓口でお支払いください。  

検診名 検診費用 自己負担金 
子宮がん検診 
 頸部 
 頸部＋体部 
(体部検診については、  

50歳以上の方で医療  

機関が必要と認めた方) 

  
6,810円 
11,510円 

  
1,000円 
1,000円 

乳がん検診 
 視触診＋超音波 
 視触診＋Ｘ線 

  
6,433円 
6,433円 

  
1,500円 
1,500円 

「農用地区域の除外・編入」申出を 

受付けます 
 
農業振興地域整備計画の変更にかかる申出

を受付けします。 
 
◆受付期間 ６月１日(金)～29日(金) 
 

問 申 市農政課 内線2612 

公共下水道に接続できる区域が拡大しました 
 
【拡大された区域は】 

平成23年度工事の完了で、３月31日から、田町、原の一 

部6.0haの区域が拡大され、現在、下妻地区307.3ha、 

千代川地区157.0ha、計464.3ha(計画区域の約25%) 

で下水道が使用できます。 
 

 ◎下水道供用開始区域の詳細は、市ホームページをご覧ください。 
 
【下水道を使うには】 

 下水道は施設を整備するだけでは、その役割を果たすこと 

 はできません。家庭や工場などからの汚水を下水道に流す 

 ための、宅地内の排水設備工事が必要です。 

接続工事の相談は、市内の指定工事店または上下水道課で 

お受けします。 
  
【下水道への早期接続をお願いします 

         ～下水道が使える区域の皆さんへ～】 

接続は下水道法により義務になっています。人々が健康で 

快適な生活をおくるため、子供たちに美しい自然環境を残 

すためにも、早期接続にご協力をお願いします。 
 

問 市上下水道課 44-5311 

案 内 



案 内 募 集 

送電線へのビニール付着にご注意ください 
 
近年、送電線に農業用ビニール等が付着する事故が増えて

います。大規模停電事故につながる可能性が高く、たいへん

危険です。農業用ビニールは、弱い風でも大きく舞い上が

り、遠くまで飛散します。周辺に送電線が無い場合でも、強

く固定するとともに、撤去したビニールを放置しないように

お願いします。もし、送電線や配電線に付着したビニールを

見つけた場合は、さわらずに東京電力にご連絡ください。 
 

問 (連絡先) 東京電力 茨城カスタマーセンター 
       0120-995-332(フリーダイヤル) 

『参加者』募集 
 
《下妻市民ママさんソフトテニス大会》 
 ●日時 6月24日(日)午前8時30分集合 

     ※雨天の場合、７月1日(日) 

 ●場所 市営柳原球場テニスコート 

 ●試合種目 上級者の部、初級者の部 

       ※参加チーム数により、試合種 

        目に変更の場合あり。 

 ●参加資格 市内在住・在勤する社会人 

       または、下妻市ソフトテニス連 

       盟に加入している方 

 ●試合方法 ダブルスによるリーグ戦もしく 

       はトーナメント戦 

 ●参加料 1チーム 2,000円 

 ●申込期限 ６月3日(日) 
 

 問 申 下妻市ソフトテニス連盟(市川) 
       090-4835-5226 

自動車税は納期限までに納めましょう 
 
 自動車税は、毎年4月1日現在の所有者または

使用者の方に課税されます。 

納税通知書が届いたら、５月31日(木)までに納税

してください。 
 
※コンビニでも納税ができますのでご利用くだ 

 さい。 
 
なお、身体障害者等の方で一定の要件を満たす

場合は、申請により自動車税を減免する制度があ

ります。ただし、受付期間は５月31日までと

なっていますので、ご注意ください。 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 筑西県税事務所 収税第２課 24-9190 

税務職員採用試験～高等学校卒業程度～ 
 
◆受験資格 

(１)平成24年４月１日において高校または中等教育 

  学校を卒業した日の翌日から起算して３年を経 

  過していない者および平成25年３月までに高校 

  または中等教育学校卒業見込みの者 

(２)人事院が(１)に掲げる者に準ずると認める者 
 

◆第１次試験 

 ・試験日 ９月９日(日) 

 ・試験地 人事院各地方事務局が示した試験地で 

      あれば、希望する全国の試験地で受験 

      することができる 

 ・試験種目 基礎能力試験、適性試験、作文試験 

◆申込期間 

 (１)インターネット申し込み 

  (http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html) 

６月26日(火)午前９時～７月５日(木)受信有効 

 (２)郵送または持参申し込み 

７月２日(月)～10日(火)消印有効  
 

◎申込方法等、詳しくはお問い合わせください。 
 

問 関東信越国税局人事第二課 
   048-600-3111(午前９時～午後５時) 
 ※インターネット申し込みについて 

    人事院人材局試験課 

    03-3581-5311(午前９時30分～午後５時) 

茨城県調理師試験 
 
◆受検資格 中学校卒業以上等の学歴で、飲食店営業、 

      魚介類販売業、そうざい製造業等での調 

      理業務従事期間が２年以上の職歴を有す 

      る方 

◆試験日等 ８月18日(土) 

      午後１時30分～３時30分 筑波大学 

◆願書受付 ７月５日(木)・６日(金) 

      午前９時～12時 午後１時～５時 
 

問 申  常総保健所 衛生課 0297-22-1351 
 

 《調理師試験予備講習会》 
  常総調理師会では、下妻地区調理師会と共催に 

  より、茨城県調理師試験に向けた予備講習会を 

  開催します。 
 
 ◆日時 ７月21日(土)午前９時～午後５時 

     ７月22日(日)午前９時～午後４時 

 ◆場所 常総市生涯学習センター 

     [常総市水海道天満町4684] 
 

 問 下妻地区調理師会 
    兼広[追分] 44-2418 
    稲川[魚清] 44-3661 

ごみのクリーンポート直接搬入 
 
家庭から出るごみ(粗大ごみ含む)はクリーンポー

ト・きぬへ直接搬入できます。 
 
◆ごみ処理手数料(消費税別途) 

  家庭から出たごみ 

    ・・・・・６円/Kg 

  事業所、店舗などから出たごみ 

    ・・・・・20円/Kg 
 
◆搬入日時 

 ※第1・3・５土曜日、日曜日、祝祭日は搬入できません。 
  年末年始については、あらためてお知らせします。 
 
【ご注意】 

・搬入の際は、透明または半透明の市販の袋を 

 使用し、可燃と不燃の区別をしてください。 

・木の枝・幹などは、長さ２ｍ以内、太さ15 

 cmまでとなります。 

・木の枝等はひもで、トタン板などは針金で、 

 人が車から積み下ろしできる程度に縛って 

 ください。 

・搬入できる車両は２トン車までとなります。 

 必ず荷台をシート等で覆ってください。 

・ごみによっては数量が制限されるものや搬入 

 できないものもありますので、事前にお問い 

 合わせください。 
 

問 クリーンポート・きぬ 43-8822 
   市生活環境課 内線1425・1426 

搬入できる日 時間 
搬入できる

ごみ 
毎週 

月～金曜日 
午前9時～12時 

午後1時～４時30分 
可燃・不燃 

粗大 
毎月 

第２土曜日 
午前9時～12時 

午後1時～４時 
可燃・不燃 

粗大 
毎月 

第４土曜日 
午前9時～12時 

午後1時～４時 
不燃 

粗大 

「親と子のよい歯のコンクール」に応募しませんか 
 
●対象者 

 《母(父)と子》 

  母親(父親)と満３歳～６歳(平成18年４月２日～平成21 

  年４月１日生まれ)のお子さん(未就学) 

  ※過去に｢よい歯のコンクール｣において受賞した方は対象外。 

●応募方法 

 親子の氏名(ふりがな)、生年月日、郵便番号、住所、電話 

 番号、かかりつけまたは最寄の歯科医院を記入し、はがき 

 またはFaxでお申し込みください。 

 申し込まれた方には口腔診査票を送付しますので、歯科医 

 師会会員の歯科医院で診察を受けてください。 

●口腔診査実施期限 ６月29日(金) 

●応募期限 6月22日(金)必着 
 

問 申 茨城県歯科医師会 029-252-2561  

     Fax029-253-1075 

     〒310-0911水戸市見和２-292 

《連盟杯争奪ビーチボールバレー大会》 
 ●日時 ６月10日(日)午前８時30分集合 

 ●場所 市総合体育館 他 

 ●種目 ・男女混合Ａの部(前回Aのベスト 

      16、Bの１、２、３位、Cの1位) 

     ・男女混合Ｂ、Cの部 

       (上記以外のチーム) 

     ・男女混合Dの部(男子のみ50歳以上) 

     ・女子ヤングの部(40歳未満) 

     ・女子ミドルの部(40歳以上) 

     ・女子リーダーの部(50歳以上) 

     ・女子ベストの部(60歳以上) 

      ※年齢は大会当日を基準とします。 

 ●チーム編成 監督を含めて７名まで 

        (監督も選手として出場可) 

 ●参加資格 市内在住・在勤の方、および 

       これに準ずるチーム 

       (スポーツ保険加入者) 

 ●参加費 １チーム1,500円 

      ※締め切り後の返却はしません。 

 ●申込期限 ５月18日(金)午後５時 

 ●申込方法 申込書に参加費を添えてお申し 

       込みください。 
 
 【組み合せ抽選会】 

  ５月26日(土)下妻公民館 

  ※当日試合会場の説明をおこないます。 
 

 申 市生涯学習課(千代川庁舎) 
   市総合体育館 ※月曜日を除く。 

 受付時間 午前８時30分～午後５時 
 

 問 下妻市ビーチボールバレー連盟(山本) 
     44-3153 

『参加者』募集 
 

《ハーモニーフライトいばらき2012》 
 ●応募資格 

  平成24年４月１日現在、満30歳以上満63歳以下であり、 

  ５年以上県内に居住している女性 

  (県主催の海外派遣事業に参加経験がある者、国または地 

   方公共団体の議会の議員および公務員は不可) 

●研修先(ドイツ・オランダ) 

  男女共同参画や市民参加活動に関する視察 

  エネルギー、環境、教育、福祉、防災街づくりに関する視察等 

●派遣時期 

 ９月30日(日)～10月７日(日) 

  ※この他、3回の事前研修と1回の事後研修、報告会を予定。 

●参加費 26万円程度(渡航経費、研修費など) 

●募集人員 15名 

●募集期限 ５月31日(木)必着 
 
◎応募方法等、詳しくはお問い合わせください。 
  

問 茨城県女性青少年課 029-301-2178 

http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

